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金融商品取引所のＦＸ取引 くりっく３６５
FX取引には、店頭取引と取引所取引があります。

1998年 日本でFX取引が解禁

2005年7月 FX取引とFX業者を規制・監視する改正金融先物取引法が施行

2022年3月現在

FX会社がピーク時には
100社以上存在

同時に、取引所による

がスタート

金融商品取引所が行う
公的なFX取引

取引所FX取引

店頭FX取引

FX取引の取扱会社ごとに手数料・スプレッド・
スワップポイントなどが異なります

取引所FX取引

金融商品取引所によるFX取引＝くりっく365
（取引所為替証拠金取引）

FX会社が行う取引
（約50社）

店頭FX取引
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＜証拠金の流れ＞

カネツ商事は金融商品仲介業者です

カネツ商事は、金融商品仲介業の登録を受け、
AIゴールド証券と業務委託契約を結び、
AIゴールド証券の代わりに、お客様へ商品の説明や
資料の送付等を行います。
口座開設、証拠金の預託などは、AIゴールド証券に
おいて行なわれます。

業務委託契約

口座開設・証拠金の預託・注文発注

為替証拠金取引
媒介約諾書

商品説明
説明資料の交付

証拠金 証拠金

証拠金

「くりっく365」の取引参加者である
AIゴールド証券は、法令により、投資
家の皆様からお預かりした証拠金の全
額を東京金融取引所に預託することが
義務付けられています。
取引参加者が万一破たんしたような場
合でも、皆様の証拠金は原則として、
保全される仕組みになっています。
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取引に必要な証拠金の
金額は、取引する通貨
によって異なります

ＦＸ取引とは？

◦ 取引の際、一定のお金を担保として入金し注文します。
この一定の金額のことを証拠金といいます。

◦ 株式取引などのように取引の総代金を用意しなくても、
担保として入金した証拠金で総代金と同じ効果のある
取引をすることができます。

◦ 少額の証拠金で、その何倍もの金額の取引を行うこと
ができる＝レバレッジ効果のある取引

◦ 儲かるチャンスも大きいですが、損失を被るリスクも
高い、ハイリスク・ハイリターン型の取引

FX取引は、外国為替証拠金取引で、

Foreign exchange の略。
（外国の） （通貨を交換する）

米ドル、円、ユーロなどの通貨を証拠金で
取引するものです。

※本資料では、別段の表示がない限り、「FX」や「FX取引」は外国為替証拠金取引を意味する用語として使用します。

証拠金（しょうこきん）取引
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くりっく365のキホン①
取引単位と証拠金をおぼえましょう

1米ドル＝100円の時、
10,000米ドル取引するのに必要な資金
（＝総代金）は、1,000,000円

※2023年5月1日現在の証拠金です。
※証拠金取引をわかりやすくご理解いただくため、本資料では説明を省略している箇所があります。
※通貨によっては取引単位が１０万通貨単位（南アランド、メキシコペソ等）となる場合もあります。

米ドル/円
取引単位：10,000米ドル
必要証拠金：1枚あたり53,730円

【くりっく365では…】
・米ドルの取引単位：10,000米ドル
・1枚あたりの必要証拠金額： 53,730円
つまり、
10,000米ドル取引するのに必要な資金
（＝証拠金）は、 53,730円

くりっく365では、取引単位があり、例えば米ドルの
取引単位は、10,000米ドルです。
この1取引単位を1枚（1まい）といいます。

10,000米ドルの取引なら、1米ドル＝100円のとき
100万円用意しないと取引できないのでしょうか。
いいえ、くりっく365は、総代金を用意しなくても
一定の金額【証拠金】で取引することができるのです。

取引単位は通貨によって
異なりますが、多くが
10,000通貨単位です
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レバレッジ効果は、
「てこの原理」と
同じですね

くりっく365のキホン②
少ない資金で大きなリターンを狙う！レバレッジ効果

本来100万円かかる取引を 53,730円の証拠金で取引するという
ことは、約19.0倍（総代金100万円÷必要証拠金53,730円）の取
引を行っているということになります。

このように、少ない資金で大きな取引を取引できることを
レバレッジ効果といいます（レバレッジは最大25倍です）。

100万円

総代金

53,730円

必要証拠金

10,000ドルの取引

1米ドル＝100円の時、
10,000米ドル取引するのに必要な資金
（＝総代金）は、1,000,000円

【くりっく365では…】
・米ドルの取引単位：10,000米ドル
・1枚あたりの必要証拠金額： 53,730円
つまり、
10,000米ドル取引するのに必要な資金
（＝証拠金）は、 53,730円

レバレッジとは

※2023年5月1日現在の証拠金です。
※レバレッジは取引金額と証拠金の額により変動しますので、常に一定ではありません。
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くりっく365のキホン②
少ない資金で大きなリターンを狙う！レバレッジ効果

100万円

総代金

53,730円

必要証拠金

10,000ドルの取引

レバレッジは自分で調整

くりっく365を取引する際、取扱会社に預託金を入金します。
預託金のうち、取引を継続していくうえで必要な最低金額が証拠金です。
総代金に対して、自分がいくらの預託金で取引を行うかで、
レバレッジの倍率が決まります。
計算式は、総代金÷預託金＝レバレッジで求めます。

100万円

総代金

100万円

預託金

100万円

総代金

10万円

預託金
100万円

総代金

53,730円

預託金

レバレッジ1倍 レバレッジ10倍 レバレッジ18.7倍

※2023年5月1日現在の証拠金です。
※レバレッジは取引金額と証拠金の額により変動しますので、常に一定ではありません。

1米ドル＝100円の時、
10,000米ドル取引するのに必要な資金
（＝総代金）は、1,000,000円

【くりっく365では…】
・米ドルの取引単位：10,000米ドル
・1枚あたりの必要証拠金額：53,730円
つまり、
10,000米ドル取引するのに必要な資金
（＝証拠金）は、53,730円
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＋１万円

－１万円

米ドル円

100円
1枚＝100万円

買い

101円
１枚＝101万円
売り（転売）

99円
１枚＝99万円
売り（転売）

くりっく365のキホン③
損益計算をマスターしましょう

相場が円安・ドル高になると予想

【米ドル/円を1枚、100円で新規買い】

相場が円高・ドル安になると予想

【米ドル/円を1枚、100円で新規売り】

－１万円

＋１万円

米ドル円

100円
1枚＝100万円

売り

101円
１枚＝101万円
買い（買戻し）

99円
１枚＝99万円
買い（買戻し）

売買差損益＝枚数×10,000通貨×値幅

米ドル/円
取引単位：10,000米ドル
必要証拠金：1枚あたり53,730円1米ドル＝100円が

1米ドル＝101円になる→円安
1米ドル＝ 99円になる→円高

FX取引は「買い」からも「売り」からも
取引できるのがポイントです ※2023年5月1日現在の証拠金です。

※取引には別途手数料がかかります。
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高金利通貨は、何らかの「リスク」を有しているために相対的に高い金利が付いています。高金利通貨を発行している国のリスクとしては例えば次のようなものがあります。
・信用リスクが高い・インフレ率が高い（＝通貨の価値が下落しやすい）・経済構造が脆弱である ・通貨・資本規制など、その他の特殊要因を抱えている場合がある
くりっく365における高金利通貨は、一般的に次のような特性を持っており、金利および価格の変動による影響がお客様の収益を大きく左右しますので、思わぬ損失を被る可能性があります。
・流動性が低い・価格変動の幅が大きい・スプレッドが広い・取引時間が短かったり、固有の休業日が設けられたりする事がある
・通貨の需給の影響度合いが大きく、金利差に関わらずスワップポイントがマイナスになる事がある
また、高金利通貨のリスクが解消又は低下した場合には金利が低下する事があります。投資の際には、こうしたリスクを十分にご理解のうえ、お客様ご自身の判断でお取引ください。

くりっく365のキホン④
スワップポイント

例えば、FX取引で米ドル/円を取引すると、
米ドルと円という2つの通貨の買いと売りを
同時に行うことになります。
2つの通貨には金利があるため、金利差の調
整が行われます。
この金利差調整分がスワップポイントです。

通常、高金利の通貨を買って低金利の通貨を
売るポジションを持つと、スワップポイント
を受け取り、逆に高金利の通貨を売って低金
利の通貨を買うポジションを持つとスワップ
ポイントの支払いが発生します。

スワップポイントとは
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各国の政策金利（2023年5月1日現在）

※日本：無担保コール翌日物金利（短資協会、加重平均、速報）
※米国：Federal Funds Rate
※ユーロ：短期買いオペ応札金利
※英国：レポレート
※豪州：キャッシュレート
※NZ：オフィシャキャッシュレート
※南アフリカ：レポ・レート
※トルコ：1週間物レポ金利
※メキシコ:政策金利



くりっく365では、
スワップポイントの
受け取りと支払いは
一本値です

約116円～約123円/ 日 のスワップポイント

※2023年5月1日現在の証拠金です。
※上記は、簡易に説明するため市中金利をもとに計算しておりますが、スワップポイントはそれ以外の要因によっても変動します。
また、市中金利は政策金利付近の水準で日々変動しますので、暫定的な値として各国の政策金利の値を使用しています。
※スワップポイントにつきましては、金融情勢等により変動するものであり、場合によってはポジションに関わらずマイナスの
ポイントが発生する可能性もあります。

の市中金利：10,000ドル×4.25％～4.50％÷365日×100円≒約116円～約123円

の市中金利：10,000ドル×0％÷365日×100円≒0円

くりっく365のキホン④
スワップポイント

スワップポイント受け払い例～1日のスワップポイントはいくら？ 米ドル/円
取引単位：10,000米ドル
必要証拠金：1枚あたり53,730円

日本円
0.00％

0円支払い
米ドル

4.25～4.50％
約116円～約123円受取

10カネツ商事株式会社



・くりっく365のスワップポイントは金利情勢及び為替レートの実勢等に応じて取引所が毎日決定します。
・くりっく365のスワップポイントは売り買いの区別なく、１本値となります。
・くりっく365では、ポジションを決済するまでスワップポイントはスワップポイント相当額として計算されます。
・表中の金額はその期間「買い」のポジションだった場合の過去の実績であり、今後同様のスワップポイントが発生
する事を保証するものではありません。

2023年4月24日～4月28日の週

くりっく365のキホン④
スワップポイント

スワップポイントの実績
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取引日

米ドル円 豪ドル円 ランド円 メキシコペソ円

スワップ
日数

スワップ
ポイント

スワップ
日数

スワップ
ポイント

スワップ
日数

スワップ
ポイント

スワップ
日数

スワップ
ポイント

4月24日（月） 1 190 0 0 2 315 1 245

4月25日（火） 1 188 1 80 4 650 1 240

4月26日（水） 3 573 3 256 0 0 4 1009

4月27日（木） 1 194 1 87 6 960 6 1592

4月28日（金） 6 1236 6 571 0 0 0 0



つまり、必要証拠金は、
米ドル/円１枚の運用を継続
するうえで、常に維持して
おかなければならない金額
です。

一日の取引終了時点で、必要証拠金が
欠損していた場合、証拠金不足となり、
必要証拠金に足りない額（上記の例で
は1万円）以上を追加入金し、必要証
拠金額を維持しなければ強制決済され
ます。

残金が必要証拠金額の50％以下に目減り
した場合は、直ちに、取引時間中の建玉が
自動的にロスカットされます。

※上記記載に関して、証拠金不足時の入金期限や強制決済時間、また、ロスカットの判定方法等の詳細は、取引要綱をご確認ください。
また、有効比率がアラート水準（初期設定は100％、任意の水準に変更可能）を割り込むと、取引画面にアラート（警報）が通知されます。

※相場の急激な変動等によりロスカットの時点で、差し入れ証拠金を上回る損失が発生する場合があります。

※ AIゴールド証券ではロスカットの判定は、
1秒間隔で行います。

1万円含み損
(1円の下落)

米ドル/円を100円で１枚買い
→99円まで下落

99円
必要証拠金
50,000円

仮に、米ドル/円
1枚（10,000ドル）
の必要証拠金が
50,000だとすると・・・

くりっく365のキホン⑤
証拠金不足とロスカットルール

証拠金不足 ロスカットルール

100円

米ドル/円を100円で１枚買い
→97.5円まで下落

2.5万円含み損
(2.5円の下落)

97.5円必要証拠金
50,000円

100円

50％
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余剰金の額で
リスクの度合いが
変わります。

アラート

50％ロスカット
必要証拠金
5万円

アラートまでの値幅 0円 ▼5円 ▼15円

ロスカットまでの値幅 ▼2.5円 ▼7.5円 ▼17.5円

預託金 ５万円

預託金 10万円

アラート

ロスカット
必要証拠金
5万円

余剰金5万円

50％

アラート

ロスカット 必要証拠金
5万円

余剰金15万円

50％

預託金 20万円

くりっく365のキホン⑥
アラート・ロスカット制度
急激な価格変動で多額の損失となるのを防ぐため、証拠金維持率が50％未満になると、
ロスカットとなり、取引時間中の建玉が自動的に決済されます。
アラート・ロスカットで、ロスカットとなる前に証拠金不足を回避しましょう。
アラート・ロスカットは、「このままだとロスカットになるかもしれないから注意して
ください」というお知らせメールです。
証拠金維持率120％になったら「プレアラｰト通知」、証拠金維持率100％になったら
「アラート通知」をお送りします。

※上記記載に関して、証拠金不足時の入金期限や強制決済時間、また、ロスカットの判定方法等の詳細は、取引要綱をご確認ください。
また、有効比率がアラート水準（初期設定は100％、任意の水準に変更可能）を割り込むと、取引画面にアラート（警報）が通知されます。

※相場の急激な変動等によりロスカットの時点で、差し入れ証拠金を上回る損失が発生する場合があります。
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仮に、米ドル/円
1枚（10,000ドル）
の必要証拠金が
50,000だとすると・・・



≪為替証拠金取引のリスクについて≫
▪ くりっく365は為替レートやスワップポイント（金利差調整分）の変動に
伴い差損が生じる場合があり、元本や収益が保証されるものではありませ
ん。

▪ くりっく365は取引の額が、預託された証拠金に比して大きくなる（レバ
レッジ最大25倍まで）ため、差入証拠金以上の損失が生じる場合があり
ます。また、建玉を維持するために追加で証拠金を差し入れる必要が生じ
る場合があります。

▪ くりっく365で提示する為替レートには価格差（スプレッド）があります。
▪ 手数料は、お客様の選択された取引コースにより異なります。
【総合コース：1枚あたり片道1,100円（税込、うち媒介手数料770円）】
【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｺｰｽ：1枚あたり片道220円（税込、うち媒介手数料110円）】

▪ 注文の発注及びポジションを維持するために必要な証拠金額は通貨ペアに
よって異なり、1枚あたり2,920円～68,060円（2023年3月1日現在）で
す。なお、必要証拠金額は所定の計算式により毎週見直されるため、変更
される場合があります。

▪ お取引に際して、必ず契約締結前交付書面(取引所為替証拠金取引説明書)、
為替証拠金取引口座設定約諾書、為替証拠金取引媒介約諾書、約款ならび
にお客様向け資料の内容をよく読み、ご理解のうえお客様ご自身の判断で
お取引ください。

❖ 「くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標であり、
同取引所が上場している取引所為替証拠金取引の愛称として使用
するものです。

当資料は「くりっく365」取引の契約等の締結を勧誘する目的で使用いたします。

お問い合わせは、お近くのカネツ商事へ
カネツ商事株式会社
TEL:0120-13-8686（全国共通） メール kikaku@kanetsu.co.jp

■東京本社
東京都中央区日本橋久松町12-8 TEL:03-3662-0111

■名古屋支店
名古屋市中区錦1-4-25 伏見ITビル1F TEL:052-204-8686

■大阪支店
大阪市中央区石町1-2-9 天満橋シルバービル7F TEL:06-6942-8686

■福岡支店
福岡市博多区中洲5-4-18 ツイン・K・ビル1F TEL:092-733-8686

※受付時間（平日：8:30～20:00）

≪免責事項≫
▪ 本資料は、お客様の投資判断の一助としていただくためのものですが、資
料や解説者の意見、及び将来の見通しが正しいとは限りません。意見、見
通しを参考にする、しないなど、その見極めも含めて、取引の判断はお客
様ご自身で行ってください。

▪ 本資料の著作権はカネツ商事(株)に帰属し、許可なく複製、転写、引用等
を行うことを禁じます。

▪ 本資料に含まれる情報は、その正確性が客観的に検証されているものでは
ありません。

カネツ商事株式会社
金融商品仲介業者：関東財務局長（金仲）第579号／農林水産省・経済産業省登録第9号
〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町12番8号 TEL：03-3662-0111

カネツ商事は、AIゴールド証券の委託を受けて、くりっく365およびくりっく株365の勧誘を仲介業により行う金
融商品仲介業者であり、また商品関連市場デリバティブ取引および商品先物取引の勧誘を仲介業により行う金融商品
仲介業者、商品先物取引仲介業者です。口座開設のお申し込みはAIゴールド証券へ仲介します。
カネツ商事はAＩゴールド証券の代理権は有していません、従いまして、お客様から金銭または有価証券を受け取る
ことはできません。

AIゴールド証券株式会社
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第282号
〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町12番8号 TEL：03-6861-8181

AIゴールド証券は株式会社東京金融取引所の取引参加者であり、株式会社大阪取引所の取引参加者であるフィリップ
証券株式会社を取次先とする金融商品取引業者・商品先物取引業者です。
加入協会：日本証券業協会・一般社団法人金融先物取引業協会・商品先物取引協会

【編集・発行】カネツ商事株式会社 営業企画部
東京都中央区日本橋久松町12-8 TEL：03-3662-0116（直通）
メール：kikaku@kanetsu.co.jp
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